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岩国市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメントの結果について 

 

令和元年 12月 10日から令和２年１月 10日まで、市民の皆様からご意見（パブリックコメント）を募集した結果、次のとおり提出がありました。 

・提出者数  ３人 

・意見の総数 10件 

 

提出されたご意見の要旨と、そのご意見に対する市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表します。 

 

番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

１ 【公共交通の運行状況】（30頁） 

○ いわくにバス株式会社は平成 21年の設立時は旧岩国市交通局が、平成 27年３月

末に交通局が廃止され翌４月以降現在に至るまで岩国市が 100 パーセント出資を

しています。 

○ その観点からすると、「完全民営化」という記述は民有民営になったとの誤った

印象をあたえかねません。 

○ 「完全民営化以降」ではなく、「岩国市交通局廃止によるバス事業の完全移管」

などの文言の修正をお願いします。 

 

 

○ ご指摘を踏まえ、修正します。 

（30頁） 

 「岩国市交通局廃止による

いわくにバス（株）への完全

移管以降」に修正します。 

 

２ 【２ｍ～５ｍの浸水予想地域について】（41～42、68～73頁） 

○ 周南市の立地適正化計画のように浸水、土砂災害の情報もマップに入れて２階に

上がれば生き残れる浸水予想２ｍ以下の区域だけにした方が誠実だと思います。避

難すれば良いから住みましょうは誠実では無いです。 

○ 真備町では高齢で足が悪く２階にすら上がれず亡くなられた方が多くおられま

した。 

○ 周防高森駅の東側周辺で２～５ｍ浸水予想地域が誘導地域に含まれていました

が浸水予想２～５ｍというと岡山の真備町の様な浸水状態になるのですから住む

ように誘導すべきでは無いです。 

○ 浸水すると思われる地域に人、建物を誘導していざ浸水したら「僕の納税したお

金」である市の税金を使って建物再建等の補助をするなんて許せないです。死者も

出るでしょう。浸水で死者が出た地域からは人が多く減りますし好んで移住してく

る方は居ないです。スーパーホームセンターも撤退します。にぎわいどころじゃな

いです。 

○ 100年に一度の災害がよく起こるこの頃です。もう一度エリアを見直して下さい。

２～５ｍの浸水も避難すれば良しという考えを見直して下さい。 

 

 

 

 

 

 

○ 本市においては、まちの歴史的な成り立ちや地理的・地形的特性から、錦川等におけ

る河川氾濫をはじめ、瀬戸内海沿岸における津波や高潮、丘陵部等における土砂災害警

戒区域など、様々な災害リスクを有しております。 

○ そこで、誰もが安心・安全に暮らせるまちを目指して、「防災拠点の整備」や「逃げ

遅れゼロを目指した防災施策の推進」、「建築物の耐震・防火対策の促進」、「減災対策の

推進」、「浸水対策の推進」等の施策を総合計画に掲げ、防災対策等の充実に取り組んで

いるところです。 

○ 他方、本計画におけるにぎわい居住区域（居住誘導区域）については、「将来人口密

度による集積度」や「公共交通のアクセス性」、「都市基盤の整備状況」を客観的に評価

し、市街地整備や住環境改善等の事業実施状況や災害リスク等を定性的に判断した上

で、区域を設定しており、浸水想定区域については、各種災害情報等によって事前の避

難行動が可能であることを踏まえ、にぎわい居住区域に含めております。 

（素案 68～71頁、１－２.にぎわい居住区域（居住誘導区域）の設定方針、１－３. 

にぎわい居住区域（居住誘導区域）の設定方法・設定基準 参照） 

○ こうしたことから、今後、集約型の都市づくりを推進していく上で、にぎわい居住区

域内にあって、浸水想定区域などの災害リスクのある区域については、本計画において

も災害リスクがある旨の周知を併せて行うとともに、必要なハード・ソフト対策を適切

に講じて、市民の安心安全の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、貴重なご

意見として、防災・減災対策の推進に関する施策を追加させていただきます。 

 

（96頁） 

「防災・減災対策の推進に

関する施策」を追加します。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

３ 【都市の本質および都市機能について】（78頁） 

○ 都市の本質は、ルイス・マンフォードが「歴史の都市 明日の都市」で述べてい

るように、情報の創造、貯蔵、加工、流通・発信する機能にあります。 

○ したがって、コンパクトシティも、情報の創造、貯蔵、加工、流通・発信機能が

都市の中心核に存在する必要があります。 

○ ルイス・マンフォードは、都市の中心核には、次の４つの機能を持つ施設が必要

であると述べています。 

ⅰ） 神殿・大聖堂・大寺院（神託：人としての生き方情報） 

ⅱ） 市庁舎・議事堂（行政・法制度の情報） 

ⅲ） 市場・広場、古代ギリシャ用語で言えばアゴラ（モノ・サービスの価値情報、

人びとの出会いと情報） 

ⅳ） 劇場・コロッセオ、現代風に言えばアリーナ・スタジアム（都市化・人口密

度化にともなう軋轢の精神浄化情報） 

○ このように捉えると、Ｐ78の「都市機能の集積状況」の指標には、人々の交流、

それに伴う情報をもたらす「市場・広場」（祭り、スポーツ、コンサート、マーケ

ット等）機能を有する、大きな公園や河川敷等が抜けていることがわかります。 

○ さらに、これからの人生 100年時代、デジタル革命時代にあっては、人間的尊厳、

人間の能力や機能の再生、健康寿命の延伸など、質の高い豊かな人生を支援するよ

うなリカレント教育機能やリハビテーション機能を有する施設が重要になるでし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

○ 立地適正化計画において定める都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能

を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効

率的な提供を図る区域であり、また、当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべ

き誘導施設は、都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設となります。 

○ したがって、都市機能誘導区域の設定に当たっては、多様な日常生活サービスを享受

できることが重要であることから、多様な都市機能が集積している区域を抽出するた

め、「公共機能」や「保健・医療機能」、「介護・福祉機能」、「子育て機能」、「商業機能」、

「金融機能」の６つの都市機能の要素数で評価しております。 

（素案 78頁、②評価指標２：都市機能の集積状況 参照） 

○ ご意見のとおり、これからの人口減少・少子高齢化が進展する社会では、子どもから

高齢者まで、誰もがより豊かな生活を送ることができるよう、都市の中心拠点や生活拠

点においては、単に都市機能の集積を図るだけではなく、リカレント教育機能やリハビ

テーション機能を有する施設など、多様な都市機能を集積することで、生活の質や都市

の魅力を高める拠点の形成が必要であると考えており、貴重なご意見として今後の参考

とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 

４ 【コンパクトシティの今日的意義について】 

○ 我が国におけるコンパクトシティの今日的意義は、 

ⅰ） 財政制約下における行政需要（ソフト・ハード両面）の抑制 

ⅱ） 中心市街地の活性化、コミュニティビジネスや雇用の創出、職・住・遊の近

接化、またそれらによる人口流出の抑制 

ⅲ） 空家・空地等住宅ストック・土地の有効利活用 

ⅳ） 高齢者等交通弱者への配慮、ウォーキング促進による健康寿命の延伸 

ⅴ） 分散型再生可能エネルギーの導入、エネルギーの地産池消によるＣＯ２排出

量の削減 

などにあります。 

 

 

 

 

 

○ ご意見のとおり、コンパクトシティは、人口急増と都市流入の時代から、人口減少の

時代に移行する中で、人口密度の維持により、住民生活、都市活動、都市経営等の面で、

持続可能なまちづくりを実現することを目的に、時間をかけて都市の体質改善を図ると

ともに、地域固有の価値を活かした、より豊かな生活の実現を目指すものです。 

○ コンパクトシティの意義や必要性を市民の皆様にご理解いただくとともに、市民の意

識を醸成し、官民一体となって、コンパクトな都市づくりを推進してまいりたいと考え

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

５ 【高齢者でも出歩きやすく、健康・快適な生活を確保すること】（４頁） 

○ スポーツ実施率については、週３回以上が望ましいとされ、国の第２期基本計画

では 2021 年度に３人に１人（30％程度）となることを目標としています。岩国市

においても、週３回以上の実施率を高めるためには、2012 年の市民アンケート調

査の回答が最も多い「健康づくりのため」「個人で自由に」「ウォーキング」を促進

する施策として快適性、安全性、美観性のある、ウォーカブルな道路・街路・遊歩

道を整備し、それらをスポーツの場とする施策の展開が求められます。 

○ 国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、国内外

の先進事例などの情報共有や、政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォーム

に参加し、ウォーカブルなまちづくりを共に推進する「ウォーカブル推進都市」を

募集しています。 

○ この取組は、まちなかを車中心からひと中心の空間へと転換し、人々が集い、憩

い、多様な活動を繰り広げられる場へと改変するものです。 

○ その成果は、ひと中心の豊かな生活空間を実現させるだけでなく、地域の消費や

投資の拡大、観光客の増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止のほか、様々な地

域課題の解決や新たな価値の創造につながります。 

○ 本市も、この計画において「ウォーカブル推進都市」を目指すことを宣言し、国

の募集に応募し、ウォーカブルなまちづくりを積極的に推進していただきたい。 

 

 

 

○ 今後の都市づくりにおいては、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくり

等の都市再生の取組をさらに進化させ、官民のパブリック空間（街路、公園、広場、

民間空地等）をウォーカブルな人中心の空間へ転換し、民間投資と共鳴しながら「居

住地が良く歩きたくなるまちなか」を形成することが必要であり、これによって、多

様な人々の出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人中心の豊かな生活を実現

させ、まちの魅力向上が内外の多様な人材、関係人口を更に惹きつける好循環が確立

された都市の構築を図ることが重要であると認識しております。 

○ ご提言については、マイカーへの依存度が高い本市において、車中心から人中心の

空間へ転換し、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりの推進を検討する上で、

貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 

６ 【子育て世代などの若年層にも魅力的なまちにすること】（４頁） 

○ 子どもの成人後の成功、健全な生活につながる乳幼児教育の提供は、子育て世帯、

これから子どもを設けようとする人々にとって重要な施策です。 

○ 幼児期に非認知能力を高める教育を受けると、成人後もその効果が続き、社会的

な成功や健全な生活につながるという研究（ノーベル経済学賞受賞のジェームズ・

ヘックマン）を踏まえた、テファリキ 2017（ニュージーランド幼児教育カリキュ

ラムの改訂）を取り入れることが望まれます。 

○ また、小学校に対して、放課後の時間帯に健康、運動能力の向上に係る、無料で

組織的な運動・スポーツのプログラムが導入されることになれば、共稼ぎ世帯だけ

でなく、小さな子どもを持つ世帯にとっては大きな定着要因となり、他市町村在住

の子育て世帯に対しては市内への移住誘引にもなりますので、是非採り入れていた

だきたい施策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 非認知能力を高める教育については、平成 30 年４月に改定された「保育所保育指

針」・「幼稚園教育要領」においても重要視されており、「幼児期の終わりまでに育って

欲しい 10の姿」の７割が非認知能力につながるものとなっております。 

○ 本市においてもこの指針・要領に基づき、引き続き、保育・教育活動全体の中で、そ

の資質・能力を育むよう取り組んでまいります。 

○ また、市立小学校及び中学校の放課後におけるスポーツ活動については、学校の運動

場、体育館等において、学校教育に支障が生じない範囲で市民に開放する学校体育施設

開放事業が実施されております。 

○ 学校体育施設開放事業は、基本的には、学校単位において、各スポーツ団体が登録す

る運営委員会が、スポーツ活動の日程調整等を含めて運営を実施しております。 

○ 学校体育施設開放事業におけるスポーツ活動については、サッカー、ソフトボール、

軟式野球、空手、バレーボール、バスケットボール等が実施されており、夜間照明料や

傷害保険等の実費相当額の負担が必要となっているところです。 

○ ご提言については、ニーズに合致したスポーツ施策やスポーツを通した地域活性化等

を検討する上で、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 



 

4 

 

番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

７ 【財政面及び経済面において、持続可能な都市経営を実現すること】（４頁） 

○ 持続可能な都市経営をするには、行政需要の抑制、中心市街地の活性化と人口流

出の抑制を図る必要があります。特に、中心市街地から遠く離れた集落の住民を中

心市街地の空き家や公営住宅に住み替えて貰うことも必要です。 

○ これにより、公共投資・維持費の削減、各種行政サービス需要の削減が実現でき

れば、長期的には空き家や公営住宅のリフォームや再整備費は十分に捻出できると

考えます。なお、遠隔集落からの移住を円滑に推進するには、集落と街なかの二地

域居住を支援することが重要となります。 

 

○ 人口減少や少子高齢化が進展する中で、持続可能な都市経営をするためには、中心市

街地の活性化や人口流出の抑制、行政コストの効率化を図ることなどが重要であると認

識しており、まちなか居住の促進やまちの魅力度を向上させるとともに、空き家や空き

店舗等の既存ストックの有効活用にも取り組んでまいりたいと考えております。 

○ なお、集落と街なかの二地域居住の支援については、貴重なご意見として今後の参考

とさせていただきます。 

 

原案のとおりとします。 

８ 【低炭素型の都市構造とすること】（４頁） 

○ 低炭素型の都市構造とすることについて、施策が用意されていません。 

○ 将来も長く従来車（ＣＶｓ）の時代が続くならコンパクトな都市構造にすること

により、自動車交通量が低減し低炭素型の都市になりますが、コンパクトな都市構

造になる前に電気自動車（ＥＶｓ）の時代になるでしょう。 

○ 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電のほか、都市のゴミ・下水排熱等未利用

エネルギーの有効活用、またそれらを連結したマイクログリッドシステムを導入

し、エネルギーの地産地消を推進すること、ＣＯ２排出量を削減することで低炭素

型の都市構造にしていくことが望まれます。 

 

○ 地球規模での環境問題が深刻化し、環境に対する意識が高まる中で、都市の低炭素化

による循環型社会を構築することが重要視されており、都市づくりにおいては、地球環

境に優しい暮らし方などの新しい視点が必要とされております。 

○ 本市では、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくりを推進する上で、立

地適正化計画と地域公共交通網形成計画を一体的に捉える必要があると考えており、鉄

道やバスなどの公共交通の利活用を促進することで、マイカーに過度に依存しない交通

環境を形成し、持続可能な公共交通を目指しております。 

○ こうした取組により、エネルギーの効率的利用を可能とする低炭素型の都市構造が実

現するものと考えております。 

 

原案のとおりとします。 

９ 【災害に強いまちづくりを推進すること】（４頁） 

○ Ｐ96 の「⑸避難ルートを加味した各種災害に応じた緊急避難場所の見直し」で

すが、この問題は、「長い時間をかけて緩やかに」見直し、対策を講じるものでは

ありません。緊急避難場所の整備は、極めて緊急性の高い事案です。この計画の対

象にすることではないと考えます。 

○ 横山地区では、最近 15 年の間に道路の冠水を３度も経験し、また一部では家屋

の被災もありました。先ずは、地区内雨水の排水処理能力を至急に上げるよう対策

を講じてください。 

○ 横山地区の住民は、洪水や土砂系災害時に川西地区を経由して総合体育館に避難

することになりますが、避難情報は適切に発しられなければ避難場所がないのと同

じです。また、総合体育館についてですが、その収容可能人数と想定されている避

難人口には大きな乖離があるのではないかと危惧しています。横山地区は、他地区

に比べ総合体育館から離れていますので、総合体育館に到達しても収容していただ

けるのか不安です。総合体育館の収容可能人数と市が洪水や土砂系災害時に想定し

ている避難人口を教えてください。 

 

 

 

 

 

○ 本計画は、概ね 20 年後の将来を見据えた長期的なマスタープランであり、計画に掲

げた様々な施策の実施に当たっては、予算措置や関係者との調整、住民との合意形成等

が必要となることから、実施までに時間を要するものもあります。しかしながら、昨今

の自然災害の頻発や激甚化等を受け、防災・減災対策については、安心・安全な都市づ

くりを推進する上で、極めて緊急性及び重要性が高いことはご指摘のとおりです。 

○ 本市では、災害時の緊急避難場所として、公共施設や民間施設など既存の施設を二次

利用しており、現状においては、全ての避難所があらゆる災害に対して問題なく機能す

るとは言えない状況にあります。ご指摘いただいた緊急性については十分認識している

ところであり、予算や建設用地の問題もありますが、公共施設の更新や新たな整備を行

う場合に防災面の機能を付加することなどを進めるとともに、既存の施設についても見

直していけるよう努めてまいります。 

○ なお、ご指摘いただいた横山地区においては、令和元年度、横山地区浸水対策検討業

務を実施し、浸水対策について検討しているところです。 

○ 洪水や土砂災害については、気象情報などにより発生を予測し、出来る限り前もって

避難をしていただくことができるよう、適正な避難情報の発令に努めてまいります。ま

た、緊急避難場所としての総合体育館の収容人員は 1,790名ですが、ご指摘のように収

容人員を超えた避難者があり、総合体育館での受入れが困難となった場合は、他の避難

所を開設し、移送等の手段を講じてまいりますので、ご理解くださいますようお願いし

ます。 

 

（96頁） 

「防災・減災対策の推進に

関する施策」を追加します。 



 

5 

 

番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

10 【城下町地区街なみ環境整備事業の推進】（94頁） 

○ この内容ですが、ここでは城下町地区ではなく岩国地区と記述されているのは何

故ですか。岩国地区には横山地区が入るのですか。正しくは、城下町地区（岩国地

区・横山地区）と記すべきではないですか。 

 

 

○ ご指摘を踏まえ、修正します。 

 

 

 

（94頁） 

「城下町地区（岩国・横山

地区）」に修正します。 

 


